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国際税務 
QI/FATCA/CRS 関連情報 
OECD/AEOI 関連の最新情報について 
 
2019 年 2 月 6 日

CRS（Common Reporting Standards: 共通報告基準）

を策定した OECD（Organization for Economic Co-
operation and Development: 経済協力開発機構）で

は、税の透明性に関するグローバル・フォーラムを運営

しており、様々な活動を行うとともにそれらに関する情報

を発信している。ここでは、AEOI（Automatic Exchange 
of Information: 非居住者に係る金融口座情報の自動的

交換）に関する内容を中心に、最新情報の概要を記す。 

1. 2018 年 AEOI 実施状況一覧の公表 

OECD は AEOI による情報交換が行われた国と地域に

ついて一覧（AEOI Exchanges 2018）を公表した。一覧

には 2018 年中に情報交換を行った国・地域と情報の宛

先数のほか、技術的及び法的な理由で AEOI による情

報交換が未実施の国・地域と、現地での制度導入状況

が記載されている。 

2. 税の透明性に関するグローバル・フォーラム 2018
年進捗報告公表 

OECD は Global Forum 2018 Progress Report on 
Tax Transparency（税の透明性に関するグローバル・フ

ォーラム 2018 年進捗報告）を公表した。報告では

「AEOI」、「EOIR」（Exchange of Information on 
Request： 要請に基づく情報交換）、「グローバル・フォー

ラムによる技術支援」の主要 3 分野での重要な進展の

あった事項がまとめられている。また、今後の課題として

以下の 6 分野を取り上げている。 

(1) AEOI の均質的な実施に向けた体制整備 

各国・地域が AEOI を導入するためには、例えば国内法

の整備のほか、政府間での協定の締結、情報収集・交

換を可能とする技術の整備、そして収集したデータの保

護に関するグローバル・フォーラムの要求条件を満たす

ことが求められる。それぞれにおいて段階的なアプロー

チを定め、各国・地域が足並みを揃えて制度導入ができ

るよう進められてきた。2018 年には大半の参加国・地域

が AEOI を実施したが、一部の国・地域では遅れが生じ

ており、グローバル・フォーラムでは、それらの国・地域と

緊密に連携し 2019 年で実施できるようサポートを行う。 

(2) AEOI の実際の運用状況についての相互評価プロ

セスの策定 

前述の段階的なアプローチは 2019 年の情報交換をもっ

て完了する予定であり、グローバル・フォーラムは今まで

行ってきたような制度導入のための国際的な法的枠組

みの策定から、AEOI が効果的に運用されているかの相

互評価を行う段階に移行しつつある。この AEOI の有効

性に対する評価プロセスは 2020 年開始を予定してい

る。 

(3) 発展途上国への AEOI 導入に向けたサポート 

2016 年 11 月の会合にて、発展途上国においても漸次

的な AEOI 導入が奨励された。これを受けて現在 25 近

くの国・地域が既に AEOI 導入の準備段階に入ってお

り、導入支援のための試験的なプロジェクトも複数同時

進行中である。 

(4) EOIR の相互評価の継続 

EOIR（要請に基づく情報交換）とはそもそも、A 国（地

域）の税務当局が税務に関する特定の情報を B 国（地

域）の税務当局に要求した場合に、その情報を B 国（地

域）から取り寄せることを可能とする、租税回避行為の発

見を目的とした制度のことである。この制度が対象とす

る「情報」の定義は広く、上記例における B 国（地域）に

て税法の執行や施行、あるいは AB 国（地域）間の税に

関する協定に関係すると予見される全ての情報が該当

する。 

EOIR の初回の相互評価は 2010 年から 2016 年にか

けて行われ、2016 年 7 月より 2 巡目の相互評価が開始

した。初回からの大きな変更としては最終受益者情報の

徴求を要請できるよう求められることになったのに加え、

グローバル・フォーラムに加盟する全 154 の国と地域が

相互評価参加を予定していることである。 

(5) 受益者情報に関する領域でのメンバーサポートの

実施 

AEOI と EOIR の導入に当たって提供可能な政治的・技

術的支援を継続するとともに、今後は受益者情報の徴求

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-Exchanges-2018.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-annual-report-2018.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-annual-report-2018.pdf
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や当該情報へのアクセスを可能とする技術の導入を最

優先に掲げて支援を行っていく。 

(6) 影響評価作業の推進 

2009 年に再編され、今年で 10 周年の節目を迎えるグ

ローバル・フォーラムは、2019 年も一連の税関係情報交

換の影響評価を推進する。 

3. 自動的交換ポータルの更新 

OECD は Automatic Exchange Portal（自動的交換ポ

ータル）のウェブページ上で、CRS の目的上の二国間交

換関係にある国・地域を検索できるよう追加更新を行っ

た。2018 年 12 月の時点で、CRS に加盟している 90 以

上の国・地域の間で発効された二国間交換関係は 3600
以上にのぼる。次の 2019 年の情報交換に向けて現在

も各国・地域で準備が進められているため、この数カ月

間で更なる二国間交換関係が発効されることが見込ま

れる。 

4. EU 最新情報 

European Commission(欧州委員会)は、DAC1、
DAC2、及び DAC3（COM（2018） 844）に基づく AEOI
の概要及び評価に関する報告を公表した。本報告では、

AEOI の導入、費用及び便益に加えて、受け取った情報

の活用のために加盟国がどのような行動を起こしたかに

ついての主要な調査結果について記載されている。 

本報告から以下の 3 点を結論付けることができる。 

① 加盟国は、AEOI を通じて受け取った税務情報が

様々な方法で（主としてリスク評価及び個人所得税

査定用に）利用可能だという認識はある。しかしな

がら受け取った情報を活用しているとしても、依然

として非常に限定的な範囲にとどまる加盟国も存

在している。 

② AEOI は、加盟国による相当な開発投資を必要と

し、たとえ繰り返し発生する費用は小さくとも、情報

交換の業務を維持する年間費用が発生する。

AEOI の便益に関しては、主なものは、税務コンプ

ライアンスの向上、及び納税者への抑止効果にあ

ると思われる。 

③ 加盟国が送付する情報において、しばしばその送

られた情報の内容が不十分であり、当該国内で入

手した情報との自動照合ができない場合がある。

今後の対応として、主に以下の 2 つの分野での改

善が指摘される： 
 情報の質を改良する、及び  
 AEOI 経由で受け取ったデータをより有効に活

用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report-automatic-exchanges-taxation-dac-844_en.pdf
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 Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be used, 
and it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be imposed by 
any governmental taxing authority or agency. 

 

過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/us 
 

問い合わせ 

米国税務及び QI/FATCA、OECD CRS に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 US デスク  

パートナー 前田 幸作 kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー Yeh Ching-Feng (Vincent) ching-feng.yeh@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 近藤 祐美 yumi.kondo@tohmatsu.co.jp 

シニアアソシエイト 高島 憲一 kenichi.takashima@tohmatsu.co.jp 

所在地 〒100-8362  
東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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